
やっと訪れた春に 青山 文平 祥伝社

情無連盟の殺人 浅ノ宮 遼∥他 東京創元社

見つけたいのは、光。 飛鳥井 千砂 幻冬舎

拝啓交換殺人の候 天祢 涼 実業之日本社

ぼくらに噓がひとつだけ 綾崎 隼 文藝春秋

幻告 五十嵐 律人 講談社

修羅奔る夜 伊東 潤 徳間書店

とんこつQ&A 今村 夏子 講談社

煉獄蝶々 岩井 志麻子 KADOKAWA

夢の家 魚住 陽子 駒草出版

ハル、色 竹本義太夫伝 岡本 貴也 幻冬舎

空を駆ける 梶 よう子 集英社

見習医ワトソンの追究 鏑木 蓮 講談社

満月の下の赤い海 金 石範 クオン

きらめきを落としても 鯨井 あめ 講談社

アナベル・リイ 小池 真理子 KADOKAWA

家庭用安心坑夫 小砂川 チト 講談社

紅だ！ 桜庭 一樹 文藝春秋

嫌われ者の矜持 新堂 冬樹 光文社

水平線 滝口 悠生 新潮社

マーブル 珠川 こおり 講談社

或るアメリカ銃の謎 柄刀 一 光文社
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＊日本の小説＊



武漢コンフィデンシャル 手嶋 龍一 小学館

号外！幕末かわら版 土橋 章宏 角川春樹事務所

プリンシパル 長浦 京 新潮社

殺人者の白い檻 長岡 弘樹 KADOKAWA

モノクロの夏に帰る 額賀 澪 中央公論新社

落ち着いたあかつきには 蜂須賀 敬明 双葉社

点滅するものの革命 平沢 逸 講談社

裏切りのギフト 穂波 了 双葉社

丹吉 松村 進吉 KADOKAWA

天海 三田 誠広 作品社

金網の向こう 向山 貴彦 角川春樹事務所

残星を抱く 矢樹 純 祥伝社

きときと夫婦旅 椰月 美智子 双葉社

あくてえ 山下 紘加 河出書房新社

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢 りさ 河出書房新社

まるまる徹夜で読み通す 井上 ひさし 岩波書店

居場所がないのがつらいです 高橋 源一郎 毎日新聞出版

べつに怒ってない 武田 砂鉄 筑摩書房

自由対談 中村 文則 河出書房新社

プリズム ソン ウォンピョン 祥伝社

フランキスシュタイン ジャネット ウィンターソン 河出書房新社

呑み込まれた男 エドワード ケアリー 東京創元社

その丘が黄金ならば C パム ジャン 早川書房

ホットミルク デボラ レヴィ 新潮社

キリンの首 ユーディット シャランスキー 河出書房新社

＊外国の小説＊

＊エッセイ＊



思考実験BEST50 笠間 リョウ 総合法令出版

「小さな幸せ」がたくさん見つかる50の物語 西沢 泰生 三笠書房

人生を言いなりで生きるな 永松 茂久 きずな出版

目でみる日本史 岡部 敬史 東京書籍

明治維新の収支決算報告 青山 誠 彩図社

戦災語り部ガイド 後藤 律子 文芸社

県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー 田仕 雅淑 技術評論社

「リベラル」の正体 茂木 誠∥他 ワック

中学社会のなぜ？が1冊でしっかりわかる本 玉田 久文 かんき出版

いちばんやさしい民事信託の税務 座間 泰明 日本法令

子どもは歴史の希望 児童館研究委員会∥他編 フレーベル館

君にもできる刃物犯罪対処マニュアル SOU∥他 誠文堂新光社

すばらしき宇宙の図鑑 野口 聡一 KADOKAWA

図説世界の吸血動物 浅川 満彦∥監修 グラフィック社

医者が「言わない」こと 近藤 誠 毎日新聞出版

いくつになっても「骨」は育つ！ 今泉 久美 文化学園文化出版局

日本の台所一〇〇年 平凡社

一年3セットの服で生きる あきや あさみ 幻冬舎

楽しくはたらく手作りエプロン ブティック社

83歳、脱サラ農家の終農術 杉山 経昌 築地書館

カヨと私 内澤 旬子 本の雑誌社

とびだせ!長谷川義史 長谷川 義史 求龍堂

誰でも上達する水泳 佐々木 祐一郎∥監修 成美堂出版

子どもに学ぶ言葉の認知科学 広瀬 友紀 筑摩書房

あいまい・ぼんやり語辞典 森山 卓郎∥編 東京堂出版

笑いの力、言葉の力 渡邉 文幸 理論社

＊その他＊



勉強は役に立つ オオタ ヤスシ 旺文社

こども行動経済学 犬飼 佳吾∥監修 カンゼン

障害者ってだれのこと？ 荒井 裕樹 平凡社

びっくり！動物園のおしごと大図鑑 DK社∥編 河出書房新社

鳥は恐竜だった 鈴木 まもる アリス館

漢字が日本語になるまで 円満字 二郎 筑摩書房

天才！？木村のヤバすぎる発明 桐谷 直 PHP研究所

ノレノレかるた こまつ あやこ 毎日新聞出版

ぼくのちぃぱっぱ 長江 優子 ゴブリン書房

空と大地に出会う夏 濱野 京子 くもん出版

海のこびととひみつの島 サリー ガードナー ポプラ社

マシュマロおばけ プリシラ フリードリック 瑞雲舎

ムシてつ 牛窪 良太 白泉社

いきぬけ!サバンナのどうぶつ 鎌田 歩 教育画劇

うちのおかあちゃん 小手鞠 るい 偕成社

めをさませ 五味 太郎 絵本館

かえりみち ブリッタ テッケントラップ ひさかたチャイルド

あの子はぼくらのスーパースター フラン　ピンタデラ 評論社

＊こどもの本＊

図書館にはほかにもたくさんの本があります。

お探しの本が見つからないときは、お気軽におたずねください。

また、ご自身のパソコン・スマートフォンから図書館の

資料検索・予約ができます。

《電子書籍サービス”まつばら電子図書館”よりご案内》

電子書籍サービスは24時間ご利用いただけます。

ぜひご利用ください。
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